
【FdData中間期末：中学社会地理】 
[九州の地形] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[火山活動による地形] 
[問題] 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
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九州は「火の島」とも呼ばれるほど火山

が多い。右図 A の( ① )山には噴火の

あとで中央部が落ち込んでできたカルデ

ラという大きなくぼ地がある。(①)山の

南には，けわしい九州山地の山々がつら

なっている。九州には，(①)山のほかに

も桜島や雲仙岳などの火山がある。九州

の南部のBの一帯には，火山活動にとも

なう噴出物が長い年月を経て積み重なっ

て生まれた( ② )と呼ばれる水持ちの

悪い地層が広がっている。火山は，さま

ざまな災害を引き起こす一方で，温泉な

どの観光資源や地熱発電などのめぐみも

もたらしてきた。 
 
[解答]① 阿蘇 ② シラス 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
九州は「火の島」とも呼ばれるほど火山

が多い。阿蘇山
あ そ さ ん

には噴火
ふ ん か

のあとで中央部

が落ち込んでできたくぼ地がある。この

ようなくぼ地をカルデラという。(地下に

あったマグマが大量に出たとき，マグマ

があった部分にできた空洞
くうどう

をうめるため

に，その上部が陥没
かんぼつ

してできた。現在，



カルデラ内部には水田や市街地が広がっ

ている。) 阿蘇山の南には，けわしい九

州山地の山々がつらなっている。 
桜島
さくらじま

(御岳
お た け

)は噴火のたびに周辺に火山

灰を降らせる。火山灰への対策として，

路面清掃車
せいそうしゃ

が道路を掃除したり，市民が

「克
こく

灰
はい

袋
ぶくろ

」という専用のごみ袋に集めた

火山灰を，鹿児島市が回収したりしてい

る。また，鹿児島市では，桜島上空の風

向きの予想や，噴火の情報をメールで送

るサービスもあり，火山とともに生活す

るための，さまざまな工夫が行われてい

る。鹿児島県や宮崎県には，このような

火山活動にともなう噴出物
ふんしゅつぶつ

が長い年月

を経て積み重なって生まれたシラスと呼

ばれる水持ちの悪い地層が広がっている。 
九州には，阿蘇山や桜島のほかにも，雲仙

うんぜん

岳
だけ

やくじゅう連山
れんざん

などの火山が存在する。



雲仙岳(普
ふ

賢
げん

岳
だけ

)は 1990 年 11 月に約 200
年ぶりに噴火を起こし，大規模な火砕流

かさいりゅう

が発生して大きな被害をもたらした。 
火山は，さまざまな災害を引き起こす一

方で，温泉などの観光資源や地熱発電な

どのめぐみももたらしてきた。わき出る

温泉水の量が日本一の大分県の別府
べ っ ぷ

温泉

では，古くから温泉が保養
ほ よ う

や観光
かんこう

に利用

されている(九州には全国の源泉数の約3
分の1が集まっている)。また，大分県に

は八丁
はっちょう

原
ばる

など多くの地熱発電所がある。 
※出題頻度：「阿蘇山◎」「カルデラ◎」

「九州山地○」「桜島○」「シラス◎」 
「雲仙岳△」「地熱発電○」「温泉○」 
(頻度記号：◎(特に出題頻度が高い)，〇

(出題頻度が高い)，△(ときどき出題され

る)) 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の地図

中の A の

火山の名

前を答え

よ。 
(2) Aには，火

山が噴火

したあと，土地がくぼんでできた地

形が見られる。その地形を何という

か。 
(3) 地図中のBには，桜島などの噴火に

よってできた火山の噴出物が積み重

なった地層が広がっている。これを

何というか。カタカナ3字で答えよ。 



(4) 火山は，さまざまな災害を引き起こ

す一方で，温泉などの観光資源や

( X )発電などのめぐみももたら

してきた。文中のXに適語を入れよ。 
 
[解答](1) 阿蘇山 (2) カルデラ 
(3) シラス (4) 地熱 
 
 



[問題](後期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の地図中

の A の山の

名前を書け。 
(2) A の山では，

火山の噴火

で火山灰や

溶岩が吹き

出したあとがくぼんでできた地形が

見られる。このような地形を何とい

うか。 
(3) Bの山地の名前を書け。 
(4) Cの山の名前を書け。 
(5) 鹿児島県など九州南部には火山灰が

降り積もった水持ちの悪い地層が広

がっているが，これを何というか。 



(6) 火山活動による恵みといえるものを

次から2つ選べ。 
[ 地震 温泉 火力発電 
 地熱発電 ] 

 
[解答](1) 阿蘇山 (2) カルデラ 
(3) 九州山地 (4) 桜島(御岳) 
(5) シラス (6) 温泉，地熱発電 
 
 



[問題](3学期) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 右図の◆は

ある再生可

能エネルギ

ーを利用し

た発電所で

ある。発電名を答えよ。 
(2) わき出る温泉水の量が日本一である

地図中のA の温泉の名前を答えよ。 
(3) 右図中のBの山の名を答えよ。 
(4) 地図中のCはかつて噴火をしたこと

がある火山である。何という火山か。 
(5) シラスが主に分布している県として，

最も適当なものを 2 つ

漢字で書け。 
(6) 右図は鹿児島市で配ら

れている袋である。何

を入れるためのものか。 



[解答](1) 地熱発電 (2) 別府温泉 
(3) 阿蘇山 (4) 雲仙岳 
(5) 鹿児島県，宮崎県 (6) 火山灰 
 



[問題](入試問題) 
 右の地図中の▲

は，九州地方の火

山である。これら

に関する説明とし

て適切なものを，

次のア～エから 2
つ選び，記号を書け。 
ア a 周辺では以前よりダムの建設がさ

かんで，水力発電としては日本最大

の八丁原発電所がある。 
イ b は世界最大級のカルデラをもつ火

山で，カルデラ内部には水田や市街

地が広がっている。 
ウ c は近年でも活発に噴火を繰り返す

火山で，噴火の際の火砕流で大きな

被害が出ている。 



エ d 周辺の九州南部はシラスと呼ばれ

る火山灰が堆積した台地となってお

り，水もちのよい土地で稲作が盛ん

である。 
(富山県) 
 
[解答]イ，ウ 
[解説] 
アは誤り。a のくじゅう連山付近にある

八丁原発電所は日本最大の地熱発電所で

ある。 
イ，ウは正しい。bは阿蘇山，cは雲仙岳

である。エは誤り。d の桜島周辺のシラ

ス台地は，水持ちが悪く稲作には向かな

いため畑作や畜産が盛んである。 



[問題](2学期中間) 
 九州の火山の多い地域について述べた

文として間違っているものを選び記号で

答えよ。 
ア 火山が多いため，大分県には全国有

数の温泉観光地がいくつもある。 
イ 桜島から 4km ほどしか離れていな

い鹿児島市で暮らす人々は，風向き

を天気予報で確認して洗濯物を干し

ても大丈夫か判断している。 
ウ 火山灰が部屋に入らないようにする

ために窓をしめきることも多いので，

鹿児島市内の小中学校でエアコンの

設置が進められた。 
エ 火山の熱を利用した火力発電所が多

く，その4割が九州に集まっている。 
 



[解答]エ 
[解説] 
エが誤り。「火力発電所」ではなく「地熱

発電所」。 
 
[平野・川・海など] 
[問題](2学期期末) 
 次の図のA～Dの地形名を答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[解答]A 宮崎平野 B 筑紫平野 
C 筑後川 D 有明海 
[解説] 
※出題頻度：「宮崎平野◎」「筑紫平野◎」

「筑後川◎」「有明海◎」「阿蘇山◎」 
「黒潮(日本海流)〇」「対馬海流〇」 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 右の略地図A～Fの地形名を答えよ。 
(2) CやEの周辺のくぼんでできた特徴

的な地形を何というか。 
(3) 九州の南部で，E などの火山活動の

影響によってできた地層を何という

か。カタカナ3字で答えよ。 



[解答](1)A 筑紫平野 B 筑後川 
C 阿蘇山 D 宮崎平野 E 桜島(御岳) 
F 有明海 (2) カルデラ (3) シラス 
 
[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) A の河川名，B とC の海流名，D，

E の平野名，F の山地名，G の海の

名前をそれぞれ書け。 



(2) 火山の多い九州地方では，地球内部

のマグマの熱を利用して発電を行っ

ている。この発電方法を何というか。 
(3) 九州地方南部に広がる火山の噴出物

でできた台地を何というか。 
(4) G の海でとくに養殖がさかんな水産

物は何か。 
(5) G の海の沿岸では，遠浅の海などの

一部を堤防で区切り，排水して陸地

にすることが行われてきた。これを

何というか。漢字2文字で答えよ。 
(6) H の長崎県北部の海岸では，海岸線

が複雑に入り組み，いくつもの湾や

けわしい崖がみられる。このような

海岸を何というか。 



[解答](1)A 筑後川 B 対馬海流 
C黒潮(日本海流) D 宮崎平野 
E 筑紫平野 F 九州山地 G 有明海 

(2) 地熱発電 (3) シラス台地 
(4) のり (5) 干拓 (6) リアス海岸 
 
 
 



【各ファイルへのリンク】 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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